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月　日 種　　　　目 予・準・決 記　　　録 氏　　　　名 男女 所　　属 従来の記録 備　　　考

9/9 女子ハンマー投 決 27m15 梅田　佳奈 女 野沢北 21m26

9/10 3000m 決 10'15"71 梅村 菜々子 女 上田 10'16"94

9/10 女子三段跳 決 10m47 土屋  さくら 女 岩村田 10m30

9/10 男子400ｍH 決 54"75 岡村 州紘 男 岩村田 55"25

グランドコンディション

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所

９月９日（土） ９：００ 晴れ 南 ０．４ ２２．０ ５８．０

１０：００ 晴れ 南西 ０．７ ２３．５ ５５．０

１１：００ 晴れ 東北東 １．３ ２４．０ ５３．０

１２：００ 晴れ 南 ０．８ ２５．５ ４７．０

１３：００ 晴れ 東 ０．２ ２５．０ ４７．０

１４：００ 晴れ 南東 ０．７ ２５．５ ４８．０

１５：００ 晴れ 南西 １．５ ２６．０ ４８．０

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所

９月１０日（日） ９：００ 晴れ 北東 ０．６ ２５．０ ５７．０

１０：００ 晴れ 東北東 ０．４ ２６．０ ５５．０

１１：００ 晴れ 北東 １．５ ２７．５ ５０．０

１２：００ 晴れ 南東 ０．６ ２７．５ ５０．０

１３：００ 晴れ 東 ２．２ ２８．０ ５１．０

１４：００ 晴れ 南東 １．１ ２８．５ ５２．０

１５：００ 晴れ 南東 １．０ ２９．０ ５２．０



決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】172060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/09 女子  +0.3廣川 紗良(2) 12.80 酒井 夢実(2) 13.09 大塚 七星(1) 13.10 荒井 奈々実(1) 13.19 児玉 菜緒(1) 13.37 井出 凛生(1) 13.54 掛川 莉里(1) 13.91 西入 由実(2) 13.92

１００ｍ 高校･岩村田 高校･小諸 高校･野沢南 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･小諸
09/10  +3.6秋山 咲花(2) 25.81 廣川 紗良(2) 26.31 酒井 夢実(2) 26.68 横須賀 玲奈(1) 26.81 荒井 奈々実(1) 27.18 酒井 菜々美(2) 27.30 大塚 七星(1) 27.50 児玉 菜緒(1) 27.52

２００ｍ 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･上田
09/09 秋山 咲花(2) 59.21 酒井 菜々美(2) 1,01.15 横須賀 玲奈(1) 1,01.29 内堀 陽日(2) 1,02.15 井出 凛生(1) 1,03.49 酒井 夢実(2) 1,03.80 大塚 七星(1) 1,04.29 安藤 あかり(2) 1,04.79

４００ｍ 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･小諸 高校･野沢南 高校･野沢北
09/10 秋山 咲花(2) 2,23.45 内堀 陽日(2) 2,24.60 梅村 菜々子(2) 2,25.12 酒井 菜々美(2) 2,26.97 碓氷 眞子(1) 2,27.46 田川 実侑(2) 2,30.38 永渡 真悠子(1) 2,31.35 三浦 元海(1) 2,34.50

８００ｍ 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･野沢北 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･野沢北
09/09 梅村 菜々子(2) 4,52.97 久保田 絢乃(1) 4,59.22 碓氷 眞子(1) 5,02.90 日比 まひろ(2) 5,06.24 田川 実侑(2) 5,11.55 塚田 絢子(1) 5,18.13 中山 琉那(1) 5,22.12 高野 桜楽(1) 5,25.36

１５００ｍ 高校･上田 高校･上田 高校･野沢北 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･上田西
09/10 梅村 菜々子(2) 10,15.71 久保田 絢乃(1) 10,42.23 日比 まひろ(2) 11,22.72 塚田 絢子(1) 11,43.77 山口 紗季(2) 11,46.03 高野 桜楽(1) 12,07.46 上野 美結(1) 12,11.72

３０００ｍ 高校･上田 GR 高校･上田 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･上田西 高校･上田東
09/09  -1.4田中 風紗音(1) 16.12 伊東 海菜美(2) 17.08 青木 涼香(1) 18.19 小林 明日架(1) 19.10 鈴木 風香(2) 20.12 有賀 香乃(1) 20.55

１００ｍＨ 高校･上田 高校･上田千曲 高校･野沢北 高校･上田東 高校･佐久平総合 高校･上田染谷丘
09/10 田中 風紗音(1) 1,09.06 紫 美海(2) 1,11.03 三浦 元海(1) 1,14.81 有賀 香乃(1) 1,17.29

４００ｍＨ 高校･上田 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･上田染谷丘
09/10 塚田 絢子(1) 30,46.03

５０００ｍＷ 高校･上田染谷丘
09/09 櫻井 裕梨(2) 1.50 翠川 明日香(1) 1.40 土屋 さくら(2) 高校･岩村田 1.40 城下 理彩子(1) 高校･上田 1.30

走高跳 高校･野沢北 高校･丸子修学館 宇都宮 悠奈(1) 高校･小諸 金箱 ちひろ(2) 高校･上田東
土屋 みやび(2) 高校･上田西 青木 涼香(1) 高校･野沢北

飯島 萌希(1) 高校･上田染谷丘
09/09 清水 思(2) 4.94(+1.6) 土屋 さくら(2)4.70(-0.4) 伊東 海菜美(2)4.65(+1.2) 児玉 菜緒(1) 4.54(+0.4) 岡嶋 美空(1) 4.50(+0.2) 武藤 衣里加(2)4.47(+1.0) 碓氷 眞子(1) 4.44(+0.7) 荒井 杏奈(2) 4.11(-1.2)

走幅跳 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･上田千曲 高校･上田 高校･上田千曲 高校･野沢南 高校･野沢北 高校･佐久平総合
09/10 土屋 さくら(2)10.47(+1.7) 伊東 海菜美(2)10.40(+0.9) 武藤 衣里加(2)9.39(+1.9) 青木 涼香(1) 9.22(+2.7) 金箱 ちひろ(2)9.10(+0.6) 小林 明日架(1)9.04(+0.9)

三段跳 高校･岩村田 GR 高校･上田千曲 GR 高校･野沢南 高校･野沢北 高校･上田東 高校･上田東
09/10 溝口 佳歩(1) 9.80 酒井 美咲(1) 9.01 梅田 佳奈(2) 8.92 坂井 美藍(1) 8.73 城下 琴音(1) 7.55 林 実玲(1) 7.21 原野 茉優(1) 7.05 小平 美来(2) 6.43

砲丸投(4.000kg) 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･野沢北 高校･上田染谷丘 高校･上田千曲 高校･野沢北 高校･小諸 高校･野沢南
09/09 溝口 佳歩(1) 33.24 武藤 衣里加(2) 28.90 坂井 美藍(1) 27.29 小平 美来(2) 27.14 酒井 美咲(1) 25.24 永井 佑佳(1) 19.50 林 実玲(1) 18.46 城下 琴音(1) 17.35

円盤投(1.000kg) 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･丸子修学館 高校･東御清翔 高校･野沢北 高校･上田千曲
09/09 梅田 佳奈(2) 27.15 酒井 美咲(1) 20.00 坂井 美藍(1) 16.17 宮越 菜緒(2) 15.76

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 高校･野沢北 GR 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘
09/10 犬飼 楓(1) 34.27 林 実玲(1) 30.95 清水 思(2) 29.43 原野 茉優(1) 26.76 梅田 佳奈(2) 25.26 岡嶋 美空(1) 23.47 萩原 麗(1) 20.01 藤田 萌愛(1) 16.55

やり投(0.600kg) 高校･小諸 高校･野沢北 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･野沢北 高校･上田千曲 高校･小諸 高校･上田染谷丘
09/10 清水 思(2) 3349 米山 野乃佳(1) 3133 安藤 あかり(2) 3053 岡嶋 美空(1) 2781

七種競技 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･上田千曲
09/09 岩村田       50.99 佐久長聖       51.65 小諸       52.69 上田染谷丘       52.84 上田       54.99 野沢北       55.16 上田千曲       55.80

４×１００ｍＲ 井出 凛生(1) 荒井 奈々実(1) 宇都宮 悠奈(1) 宮越 菜緒(2) 依田 梢(2) 青木 涼香(1) 塩崎 唯衣(1)
廣川 紗良(2) 横須賀 玲奈(1) 丸山 那菜(1) 内堀 陽日(2) 児玉 菜緒(1) 三浦 元海(1) 伊東 海菜美(2)
秋山 咲花(2) 米山 野乃佳(1) 西入 由実(2) 坂井 美藍(1) 瀬戸 愛果(1) 碓氷 眞子(1) 岡嶋 美空(1)
土屋 さくら(2) 掛川 莉里(1) 酒井 夢実(2) 清水 思(2) 田中 風紗音(1) 安藤 あかり(2) 城下 琴音(1)

09/10 岩村田     4,13.57 上田染谷丘     4,14.60 佐久長聖     4,17.94 小諸     4,22.77 野沢北     4,29.91 上田     4,34.09
４×４００ｍＲ 紫 美海(2) 酒井 菜々美(2) 荒井 奈々実(1) 酒井 夢実(2) 青木 涼香(1) 依田 梢(2)

井出 凛生(1) 内堀 陽日(2) 掛川 莉里(1) 犬飼 楓(1) 三浦 元海(1) 児玉 菜緒(1)
廣川 紗良(2) 田川 実侑(2) 中山 琉那(1) 宇都宮 悠奈(1) 碓氷 眞子(1) 永渡 真悠子(1)
秋山 咲花(2) 有賀 香乃(1) 横須賀 玲奈(1) 丸山 那菜(1) 安藤 あかり(2) 田中 風紗音(1)

09/10 学校対抗 上田染谷丘 岩村田 上田 野沢北 佐久長聖 小諸 上田千曲 野沢南
117.5 89 83.5 83.5 60 50 39 32



予選 9月9日 10:40
決勝 9月9日 14:00

県高新(KR)          12.03
大会新(GR)          12.36

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -0.5

 1 酒井 夢実(2) 高校     13.25 Q  1 廣川 紗良(2) 高校     12.99 Q
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸 ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田

 2 児玉 菜緒(1) 高校     13.31 Q  2 大塚 七星(1) 高校     13.36 Q
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田 ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南

 3 荒井 奈々実(1) 高校     13.35 Q  3 西入 由実(2) 高校     14.04 Q
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖 ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸

 4 井出 凛生(1) 高校     13.59 q  4 掛川 莉里(1) 高校     14.12 q
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田 ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ 佐久長聖

 5 宇都宮 悠奈(1) 高校     14.47  5 金箱 ちひろ(2) 高校     14.30 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸 ｶﾈﾊﾞｺ ﾁﾋﾛ 上田東

 6 小林 明日架(1) 高校     14.58  6 宮越 菜緒(2) 高校     14.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東 ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 上田染谷丘

 7 鈴木 風香(2) 高校     14.74  7 瀬戸 愛果(1) 高校     15.06 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 佐久平総合 ｾﾄ ﾏﾅｶ 上田

 8 飯島 萌希(1) 高校     15.07 髙橋 桃子(1) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ﾓｴｷ 上田染谷丘 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 上田

風速 +0.3

 1 廣川 紗良(2) 高校     12.80 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田

 2 酒井 夢実(2) 高校     13.09 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸

 3 大塚 七星(1) 高校     13.10 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南

 4 荒井 奈々実(1) 高校     13.19 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖

 5 児玉 菜緒(1) 高校     13.37 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田

 6 井出 凛生(1) 高校     13.54 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田

 7 掛川 莉里(1) 高校     13.91 
ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ 佐久長聖

 8 西入 由実(2) 高校     13.92 
ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸

6  1415

女子

１００ｍ

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1333 5  1275

4  1248

4  1303 6  1334

7  1280 8  1308

3  1338 2  1431

8  1436 7  1469

欠場

9  1291 9  1418

2  1477 3  1414

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考
6  1275

7  1333

所属名

5  1248

8  1303

4  1415

2  1280

3  1308

9  1334



予選 9月10日  9:45
決勝 9月10日 12:45

県高新(KR)          24.72
大会新(GR)          25.13

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +1.5

 1 秋山 咲花(2) 高校     26.47 Q  1 廣川 紗良(2) 高校     26.74 Q
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田 ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田

 2 横須賀 玲奈(1) 高校     26.84 Q  2 荒井 奈々実(1) 高校     27.24 Q
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖 ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖

 3 酒井 夢実(2) 高校     27.26 Q  3 児玉 菜緒(1) 高校     27.27 Q
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸 ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田

 4 酒井 菜々美(2) 高校     27.59 q  4 大塚 七星(1) 高校     27.66 q
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘 ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南

 5 井出 凛生(1) 高校     27.92  5 内堀 陽日(2) 高校     28.52 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘

 6 翠川 明日香(1) 高校     29.62  6 丸山 那菜(1) 高校     29.01 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 丸子修学館 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸
宮越 菜緒(2) 高校  7 瀬戸 愛果(1) 高校     30.15 
ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 上田染谷丘 ｾﾄ ﾏﾅｶ 上田
髙橋 桃子(1) 高校 西入 由実(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 上田 ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸

風速 +3.6

 1 秋山 咲花(2) 高校     25.81 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田

 2 廣川 紗良(2) 高校     26.31 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田

 3 酒井 夢実(2) 高校     26.68 
ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸

 4 横須賀 玲奈(1) 高校     26.81 
ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖

 5 荒井 奈々実(1) 高校     27.18 
ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ 佐久長聖

 6 酒井 菜々美(2) 高校     27.30 
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘

 7 大塚 七星(1) 高校     27.50 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南

 8 児玉 菜緒(1) 高校     27.52 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田

5  1305

女子

２００ｍ

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1273 4  1275

6  1303

6  1333 5  1415

3  1471 7  1248

7  1280 9  1472

2  1381 8  1336

欠場

8  1469 2  1418
欠場

9  1414 3  1334
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考
7  1273

4  1275

所属名

8  1333

5  1305

6  1303

3  1471

2  1248

9  1415



決勝 9月9日 12:40

県高新(KR)          55.42
大会新(GR)          58.26

[ 1組] [ 2組]

 1 井出 凛生(1) 高校   1,03.49  1 秋山 咲花(2) 高校     59.21 
ｲﾃﾞ ﾘｵ 岩村田 ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田

 2 大塚 七星(1) 高校   1,04.29  2 酒井 菜々美(2) 高校   1,01.15 
ｵｵﾂｶ ﾅﾅｾ 野沢南 ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘

 3 永渡 真悠子(1) 高校   1,07.94  3 横須賀 玲奈(1) 高校   1,01.29 
ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ 上田 ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ 佐久長聖

 4 有賀 香乃(1) 高校   1,08.42  4 内堀 陽日(2) 高校   1,02.15 
ｱﾘｶﾞ ｶﾉ 上田染谷丘 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘

 5 佐藤 亜美佳(2) 高校   1,10.10  5 酒井 夢実(2) 高校   1,03.80 
ｻﾄｳ ｱﾐｶ 岩村田 ｻｶｲ ﾕﾒﾐ 小諸

 6 依田 梢(2) 高校   1,13.43  6 安藤 あかり(2) 高校   1,04.79 
ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ 上田 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北

4  1280 5  1273

女子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1248 4  1471

3  1413 3  1305

6  1479 6  1472

2  1277 7  1333

7  1429 2  1239



   1 秋山 咲花(2) 高校 岩村田       59.21   2   1
   2 酒井 菜々美(2) 高校 上田染谷丘     1,01.15   2   2
   3 横須賀 玲奈(1) 高校 佐久長聖     1,01.29   2   3
   4 内堀 陽日(2) 高校 上田染谷丘     1,02.15   2   4
   5 井出 凛生(1) 高校 岩村田     1,03.49   1   1
   6 酒井 夢実(2) 高校 小諸     1,03.80   2   5
   7 大塚 七星(1) 高校 野沢南     1,04.29   1   2
   8 安藤 あかり(2) 高校 野沢北     1,04.79   2   6
   9 永渡 真悠子(1) 高校 上田     1,07.94   1   3
  10 有賀 香乃(1) 高校 上田染谷丘     1,08.42   1   4
  11 佐藤 亜美佳(2) 高校 岩村田     1,10.10   1   5
  12 依田 梢(2) 高校 上田     1,13.43   1   6

 1471

女子

４００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 1273

 1413
 1479
 1277
 1429

 1305
 1472
 1280
 1333
 1248
 1239



決勝 9月10日 12:20

県高新(KR)        2,05.78
大会新(GR)        2,16.97

 1 秋山 咲花(2) 高校   2,23.45 
ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ 岩村田

 2 内堀 陽日(2) 高校   2,24.60 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ 上田染谷丘

 3 梅村 菜々子(2) 高校   2,25.12 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田

 4 酒井 菜々美(2) 高校   2,26.97 
ｻｶｲ ﾅﾅﾐ 上田染谷丘

 5 碓氷 眞子(1) 高校   2,27.46 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北

 6 田川 実侑(2) 高校   2,30.38 
ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘

 7 永渡 真悠子(1) 高校   2,31.35 
ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ 上田

 8 三浦 元海(1) 高校   2,34.50 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北

 9 日比 まひろ(2) 高校   2,35.35 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田

10 紫 美海(2) 高校   2,39.94 
ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 岩村田

11 中山 琉那(1) 高校   2,47.59 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 佐久長聖

女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1273

9  1472

7  1430

4  1471

11  1222

6  1470

10  1413

1  1224

2  1307

5  1428

8  1278



決勝 9月9日 13:05

県高新(KR)        4,17.77
大会新(GR)        4,45.75

 1 梅村 菜々子(2) 高校   4,52.97 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田

 2 久保田 絢乃(1) 高校   4,59.22 
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田

 3 碓氷 眞子(1) 高校   5,02.90 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北

 4 日比 まひろ(2) 高校   5,06.24 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田

 5 田川 実侑(2) 高校   5,11.55 
ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘

 6 塚田 絢子(1) 高校   5,18.13 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘

 7 中山 琉那(1) 高校   5,22.12 
ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ 佐久長聖

 8 高野 桜楽(1) 高校   5,25.36 
ﾀｶﾉ ｻｸﾗ 上田西

 9 上野 美結(1) 高校   5,32.15 
ｳｴﾉ ﾐﾕ 上田東

10 山口 紗季(2) 高校   5,33.89 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 上田西

女子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1430

6  1412

2  1222

4  1428

5  1470

9  1478

10  1307

7  1533

1  1435

3  1531



決勝 9月10日 10:40

県高新(KR)        9,11.58
大会新(GR)       10,16.94

 1 梅村 菜々子(2) 高校  10,15.71 
ｳﾒﾑﾗ ﾅﾅｺ 上田

 2 久保田 絢乃(1) 高校  10,42.23 
ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 上田

 3 日比 まひろ(2) 高校  11,22.72 
ﾋﾋﾞ ﾏﾋﾛ 上田

 4 塚田 絢子(1) 高校  11,43.77 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘

 5 山口 紗季(2) 高校  11,46.03 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｻｷ 上田西

 6 高野 桜楽(1) 高校  12,07.46 
ﾀｶﾉ ｻｸﾗ 上田西

 7 上野 美結(1) 高校  12,11.72 
ｳｴﾉ ﾐﾕ 上田東
田川 実侑(2) 高校
ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 上田染谷丘

女子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1430

大会新
2  1412

8  1428

7  1478

欠場

1  1531

3  1533

4  1435

5  1470



決勝 9月9日 11:25

県高新(KR)          14.28
大会新(GR)          15.03

風速 -1.4

 1 田中 風紗音(1) 高校     16.12 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田

 2 伊東 海菜美(2) 高校     17.08 
ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 上田千曲

 3 青木 涼香(1) 高校     18.19 
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北

 4 小林 明日架(1) 高校     19.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東

 5 鈴木 風香(2) 高校     20.12 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ 佐久平総合

 6 有賀 香乃(1) 高校     20.55 
ｱﾘｶﾞ ｶﾉ 上田染谷丘
土屋 みやび(2) 高校
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西

女子

１００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1416

6  1488

3  1221

2  1436

4  1532
欠場

7  1291

8  1479



決勝 9月10日 11:10

県高新(KR)          58.27
大会新(GR)        1,03.59

 1 田中 風紗音(1) 高校   1,09.06 
ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ 上田

 2 紫 美海(2) 高校   1,11.03 
ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 岩村田

 3 三浦 元海(1) 高校   1,14.81 
ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ 野沢北

 4 有賀 香乃(1) 高校   1,17.29 
ｱﾘｶﾞ ｶﾉ 上田染谷丘

女子

４００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1416

4  1278

3  1224

2  1479



決勝 9月10日 13:40

県高新(KR)       23,10.04
大会新(GR)       26,06.82

 1 塚田 絢子(1) 高校  30,46.03 
ﾂｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上田染谷丘

1  1478

女子

５０００ｍＷ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月9日  9:30

県高新(KR)           1.77
大会新(GR)           1.65

1m35 1m33 1m31
櫻井 裕梨(2) 高校 - - - - - O XO XXO XXX
ｻｸﾗｲ ﾕﾘ 野沢北
翠川 明日香(1) 高校 - - - XO XO XO XXX
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 丸子修学館
土屋 さくら(2) 高校 - O O XO O XXO XXX
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田
宇都宮 悠奈(1) 高校 - - - - XO XXO XXX
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸
土屋 みやび(2) 高校 - - - O XO XXO XXX
ﾂﾁﾔ ﾐﾔﾋﾞ 上田西
城下 理彩子(1) 高校 O O O XO XXX
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾘｻｺ 上田
金箱 ちひろ(2) 高校 - - O XO XXX
ｶﾈﾊﾞｺ ﾁﾋﾛ 上田東
青木 涼香(1) 高校 - - O XO XXX
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北
飯島 萌希(1) 高校 - O O XO XXX
ｲｲｼﾞﾏ ﾓｴｷ 上田染谷丘
佐藤 亜美佳(2) 高校 欠場
ｻﾄｳ ｱﾐｶ 岩村田

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m15 1m20 1m53 0m0

記録 備考

1 7  1238
 1.50

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

2 8  1381
 1.40

3 3  1274
 1.40

3 9  1338
 1.40

3 10  1532
 1.40

6 2  1417
 1.30

6 4  1431
 1.30

1  1277

6 5  1221
 1.30

6 6  1477
 1.30



決勝 9月9日 11:30

県高新(KR)           6.06
大会新(GR)           5.56

清水 思(2) 高校   4.74    X   4.57   4.94    -    -    4.94 
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘   -0.5   +1.3   +1.6    +1.6
土屋 さくら(2) 高校    X   4.70    X    X   4.22    X    4.70 
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田   -0.4   +0.5    -0.4
伊東 海菜美(2) 高校   4.38   4.65    X    -    -    -    4.65 
ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 上田千曲   -0.1   +1.2    +1.2
児玉 菜緒(1) 高校   4.32   4.13   4.54   4.09   4.51   4.51    4.54 
ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ 上田   +1.3   +1.2   +0.4   +1.4   +0.6   +0.1    +0.4
岡嶋 美空(1) 高校   4.34   4.50   4.39    -    -    -    4.50 
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲   +1.1   +0.2   -0.1    +0.2
武藤 衣里加(2) 高校   4.47   4.26   4.43    -    -    -    4.47 
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南   +1.0   +1.6   -0.5    +1.0
碓氷 眞子(1) 高校   4.44   4.34   4.37   4.38   4.34   4.38    4.44 
ｳｽｲ ﾏｺ 野沢北   +0.7   -0.9   +0.1   +0.9   +1.7   -0.6    +0.7
荒井 杏奈(2) 高校   3.78    X   4.09   4.07    X   4.11    4.11 
ｱﾗｲ ｱﾝﾅ 佐久平総合   +0.2   +0.7   +1.7   -1.2    -1.2
掛川 莉里(1) 高校   4.06   3.19   3.88    4.06 
ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ 佐久長聖   +0.7   +0.5   +0.5    +0.7
永渡 真悠子(1) 高校   3.99   3.94    X    3.99 
ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ 上田   +0.9   -0.2    +0.9
廣川 紗良(2) 高校   3.80   3.84   3.72    3.84 
ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ 岩村田   +0.6   +0.9   -0.9    +0.9
翠川 明日香(1) 高校   3.35   3.67   3.63    3.67 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 丸子修学館   +0.3   +1.0   -0.4    +1.0
飯島 萌希(1) 高校   2.84   2.97   2.88    2.97 
ｲｲｼﾞﾏ ﾓｴｷ 上田染谷丘   +1.4   +0.7   +0.6    +0.7

備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録
1 12  1468

2 13  1274

3 7  1488

4 4  1415

5 9  1489

6 6  1246

7 10  1222

8 11  1290

9 1  1308

10 2  1413

13 3  1477

11 5  1275

12 8  1381



決勝 9月10日 10:30

県高新  (KR )       12.40
大会新  (GR )       10.30

土屋 さくら(2) 高校  10.47  10.24  10.23   9.73  10.37  10.17   10.47 大会新
ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ 岩村田   +1.7   +0.4   +2.3   +1.0   +1.7   +0.5    +1.7
伊東 海菜美(2) 高校  10.09  10.32  10.27   9.65  10.40  10.15   10.40 大会新
ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 上田千曲   +1.6   +2.6   +2.3   +1.1   +0.9   +0.9    +0.9
武藤 衣里加(2) 高校   9.39    X   9.22   9.34   9.23   9.13    9.39 
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南   +1.9   +1.0   +2.2   +1.9   +0.9    +1.9
青木 涼香(1) 高校   8.73   9.22    X   9.17   8.97   9.08    9.22 
ｱｵｷ ｽｽﾞｶ 野沢北   +1.0   +2.7   +2.2   +1.9   +1.0    +2.7
金箱 ちひろ(2) 高校   8.98   8.97   8.84   8.78    X   9.10    9.10 
ｶﾈﾊﾞｺ ﾁﾋﾛ 上田東   +1.2   +3.5    0.0   +2.2   +0.6    +0.6
小林 明日架(1) 高校   9.04   8.66   8.92   8.24   8.69   8.77    9.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 上田東   +0.9   +3.0   +2.1   +2.3   +2.0   +2.4    +0.9

備考

女子

三段跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録
1 1  1274

2 2  1488

3 4  1246

4 6  1221

5 5  1431

6 3  1436



決勝 9月10日 11:30

県高新(KR)          13.65
大会新(GR)          13.65

溝口 佳歩(1) 高校
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖
酒井 美咲(1) 高校
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館
梅田 佳奈(2) 高校
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北
坂井 美藍(1) 高校
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘
城下 琴音(1) 高校
ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ 上田千曲
林 実玲(1) 高校
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北
原野 茉優(1) 高校
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸
小平 美来(2) 高校
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南
萩原 麗(1) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸
藤田 萌愛(1) 高校
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘
丸山 那菜(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 9.64  9.70  9.74   9.80 

2 11  1383
 9.01  8.39  8.51

1 10  1301
 9.00  9.80  9.46

 8.23  8.71  8.45   9.01 

  8.92 

4 7  1476
 8.71  8.70  7.85  8.07  8.73  7.35   8.73 

3 9  1237
 8.82  8.36  8.63  8.92  8.66  8.35

 7.03  6.21

  7.55 

6 6  1223
 6.82  6.93  6.99  7.21  7.00   X   7.21 

5 8  1490
 6.92  7.30  7.37  7.24  7.24  7.55

  X  5.23  5.49

  7.05 

8 4  1244
 6.24  5.98  5.83  6.43   X  6.43   6.43 

7 5  1335
  X  6.55  6.84  7.05

  5.49 

10 3  1480
 4.76  4.91  4.71

  4.07 

  4.91 

11 1  1336
 4.00  3.95  4.07

9 2  1339



決勝 9月9日 12:15

県高新(KR)          44.69
大会新(GR)          43.41

溝口 佳歩(1) 高校
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾎ 佐久長聖
武藤 衣里加(2) 高校
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南
坂井 美藍(1) 高校
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘
小平 美来(2) 高校
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南
酒井 美咲(1) 高校
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館
永井 佑佳(1) 高校
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｶ 東御清翔
林 実玲(1) 高校
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北
城下 琴音(1) 高校
ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ 上田千曲
紫 美海(2) 高校
ﾑﾗｻｷ ﾐｳ 岩村田
小池 友実(1) 高校
ｺｲｹ ﾄﾓﾐ 上田
小野澤 愛莉(2) 高校
ｵﾉｻﾞﾜ ｱｲﾘ 野沢北
依田 梢(2) 高校
ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ 上田
藤田 萌愛(1) 高校
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘
西入 由実(2) 高校
ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ 小諸

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  X   O   O  33.24 

2 13  1246
28.90   X   O

1 14  1301
  O 33.24   O

  O   O   O  28.90 

 27.29 

4 11  1244
27.14   O   O   O   O   O  27.14 

3 12  1476
  X 25.79   O   O 27.29   O

 25.24 

6 7  1372
  O 17.50   O   O   O 19.50  19.50 

5 9  1383
  X 20.98   O   O   O 25.24

 18.46 

8 8  1490
  O   X 17.35   O   O   O  17.35 

7 10  1223
  O   O 18.46   O   O   X

 16.54 

10 6  1419
15.89   O   O  15.89 

9 1  1278
  O 16.54   O

 15.01 

12 4  1429
13.34   X   O  13.34 

11 2  1240
  O   X 15.01

 11.61 

 12.06 

14 5  1334
  X   X 11.61

13 3  1480
  X 12.06   O



決勝 9月9日  9:30

県高新(KR)          44.45
大会新(GR)          21.26

梅田 佳奈(2) 高校 大会新
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北
酒井 美咲(1) 高校
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館
坂井 美藍(1) 高校
ｻｶｲ ﾐｱｲ 上田染谷丘
宮越 菜緒(2) 高校
ﾐﾔｺｼ ﾅｵ 上田染谷丘

備考

女子

ハンマー投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

  O   O   O  27.15 

2 3  1383
  O   O 19.31

1 4  1237
  O   O 27.15

3 2  1476
  O 15.72

  X

  O   O 20.00  20.00 

  O

  O 15.76   O  15.76 

  O   O 16.17  16.17 

4 1  1469
14.64   O



決勝 9月10日  9:30

県高新(KR)          48.39
大会新(GR)          44.88

犬飼 楓(1) 高校
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸
林 実玲(1) 高校
ﾊﾔｼ ﾐﾚｲ 野沢北
清水 思(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘
原野 茉優(1) 高校
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸
梅田 佳奈(2) 高校
ｳﾒﾀﾞ ｶﾅ 野沢北
岡嶋 美空(1) 高校
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲
萩原 麗(1) 高校
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸
藤田 萌愛(1) 高校
ﾌｼﾞﾀ ﾓｴ 上田染谷丘

備考

女子

やり投(0.600kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

  O   O   O  34.27 

2 6  1223
  O   O 30.95

1 7  1337
  O   O 34.27

  O   O   O  30.95 

3 8  1468
  O   O 27.78   O 29.43   O  29.43 

4 5  1335
  O 24.42   O 26.76   O   O  26.76 

5 4  1237
  O 25.26   O   O   O   O  25.26 

6 3  1489
23.02   O

7 2  1339
  X   O

16.55

  O 23.47   O  23.47 

19.63

  X   O   O  16.55 

  O   O 20.01  20.01 

  O

8 1  1480
  X   X



決勝 9月9日 14:55

県高新(KR)          47.46
大会新(GR)          49.14

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 岩村田  1280 井出 凛生(1)     50.99 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1275 廣川 紗良(2)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
 1273 秋山 咲花(2)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
 1274 土屋 さくら(2)

ﾂﾁﾔ ｻｸﾗ
 2   5 佐久長聖  1303 荒井 奈々実(1)     51.65 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ
 1305 横須賀 玲奈(1)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 1306 米山 野乃佳(1)

ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ
 1308 掛川 莉里(1)

ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ
 3   7 小諸  1338 宇都宮 悠奈(1)     52.69 

ｺﾓﾛ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ
 1336 丸山 那菜(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ
 1334 西入 由実(2)

ﾆｼｲﾘ ﾕﾐ
 1333 酒井 夢実(2)

ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
 4   4 上田染谷丘  1469 宮越 菜緒(2)     52.84 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾐﾔｺｼ ﾅｵ
 1472 内堀 陽日(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ
 1476 坂井 美藍(1)

ｻｶｲ ﾐｱｲ
 1468 清水 思(2)

ｼﾐｽﾞ ｺﾄ
 5   3 上田  1429 依田 梢(2)     54.99 

ｳｴﾀﾞ ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ
 1415 児玉 菜緒(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ
 1418 瀬戸 愛果(1)

ｾﾄ ﾏﾅｶ
 1416 田中 風紗音(1)

ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ
 6   8 野沢北  1221 青木 涼香(1)     55.16 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｱｵｷ ｽｽﾞｶ
 1224 三浦 元海(1)

ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ
 1222 碓氷 眞子(1)

ｳｽｲ ﾏｺ
 1239 安藤 あかり(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ
 7   2 上田千曲  1491 塩崎 唯衣(1)     55.80 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｼｵｻﾞｷ ﾕｲ
 1488 伊東 海菜美(2)

ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ
 1489 岡嶋 美空(1)

ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ
 1490 城下 琴音(1)

ｼﾞｮｳｼﾀ ｺﾄﾈ

女子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 9月10日 15:05

県高新(KR)        3,46.50
大会新(GR)        4,06.03

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 岩村田  1278 紫 美海(2)   4,13.57 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ﾑﾗｻｷ ﾐｳ
 1280 井出 凛生(1)

ｲﾃﾞ ﾘｵ
 1275 廣川 紗良(2)

ﾋﾛｶﾜ ｻﾗ
 1273 秋山 咲花(2)

ｱｷﾔﾏ ｻｷｶ
 2   6 上田染谷丘  1471 酒井 菜々美(2)   4,14.60 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｻｶｲ ﾅﾅﾐ
 1472 内堀 陽日(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾊﾙﾋ
 1470 田川 実侑(2)

ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ
 1479 有賀 香乃(1)

ｱﾘｶﾞ ｶﾉ
 3   4 佐久長聖  1303 荒井 奈々実(1)   4,17.94 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｱﾗｲ ﾅﾅﾐ
 1308 掛川 莉里(1)

ｶｹｶﾞﾜ ﾘﾘ
 1307 中山 琉那(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾙﾅ
 1305 横須賀 玲奈(1)

ﾖｺｽｶ ﾚｲﾅ
 4   3 小諸  1333 酒井 夢実(2)   4,22.77 

ｺﾓﾛ ｻｶｲ ﾕﾒﾐ
 1337 犬飼 楓(1)

ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ
 1338 宇都宮 悠奈(1)

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ
 1336 丸山 那菜(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ
 5   7 野沢北  1221 青木 涼香(1)   4,29.91 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｱｵｷ ｽｽﾞｶ
 1224 三浦 元海(1)

ﾐｳﾗ ﾓﾄﾐ
 1222 碓氷 眞子(1)

ｳｽｲ ﾏｺ
 1239 安藤 あかり(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ
 6   2 上田  1429 依田 梢(2)   4,34.09 

ｳｴﾀﾞ ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ
 1415 児玉 菜緒(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾅｵ
 1413 永渡 真悠子(1)

ﾅｶﾞﾜﾀﾘ ﾏﾕｺ
 1416 田中 風紗音(1)

ﾀﾅｶ ｶｻﾞﾈ

女子

４×４００ｍＲ

決勝



Ｐ　

コード

コード

18"63 425 17"91 498 19"42 352 17"43 549

-0.7 425 -0.7 498 -0.7 352 -0.7 549

1m30 409 1m25 359 1m25 359 1m43 544

834 857 711 1093

7m33 356 7m86 390 6m76 320 5m80 259

1190 1247 1031 1352

29"35 528 28"14 620 29"77 498 28"80 569

-2.1 1718 -2.1 1867 -2.1 1529 -2.1 1921

第　１　日

得　点　計

順　　　位

4m25 367 5m04 570 4m44 413 4m50 428

+1.5 2085 +0.2 2437 +1.2 1942 +0.5 2349

22m92 343 27m54 430 22m63 338 20m37 296

2428 2867 2280 2645

2´35"53 625 2´48"20 482 2´46"46 501 2´47"71 488

3053 3349 2781 3133

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

2

1482

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

2

1867 1921

1

1212

3133

1529

4

1252

27813349

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

1335

3053

3 1 4

走幅跳

やり投

８００ｍ

平成２９　年　　９　月　９　日（　土　曜）～　　９　月　１０　日（　日　曜）

１００ｍＨ

走高跳

岡嶋 美空

上田千曲 1

砲丸投

1239

安藤 あかり

野沢北 2

1468

２００ｍ

1718

清水 思

上田染谷丘 2

3

主催団体　長野県高等学校体育連盟

1489 1306

米山 野乃佳

佐久長聖 1

競技会名　第162回東信高校体育大会　総合陸上競技大会

競技場名　佐久総合運動公園　陸上競技場

種 目

都
道

府
県 ・ 所

属

競 技
者 名

ナンバー

混成競技(七種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員

記録主任 滝 沢 孝 之

審 判 長 箕 輪 健 二２ ０

1 7 ２ ０ ６ ０

種目コー ２ ０ ２N １ 葉 １

１ ７ １ ７ ２ ０ ０ 9



決勝 9月9日 14:15

県高新              24.72
大会新              25.13

風速 -2.1

 1 清水 思(2) 高校 28.14(620)
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘

 2 米山 野乃佳(1) 高校 28.80(569)
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖

 3 安藤 あかり(2) 高校 29.35(528)
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北

 4 岡嶋 美空(1) 高校 29.77(498)
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲

混成女子

七種２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1468

2  1306

5  1239

3  1489



決勝 9月10日 13:05

県高新            2,05.78
大会新            2,16.97

 1 安藤 あかり(2) 高校 2,35.53(625)
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北

 2 岡嶋 美空(1) 高校 2,46.46(501)
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲

 3 米山 野乃佳(1) 高校 2,47.71(488)
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖

 4 清水 思(2) 高校 2,48.20(482)
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘

混成女子

七種８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1239

4  1489

2  1306

1  1468



決勝 9月9日  9:30

県高新              14.28
大会新              15.03

風速 -0.7

 1 米山 野乃佳(1) 高校 17.43(549)
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖

 2 清水 思(2) 高校 17.91(498)
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘

 3 安藤 あかり(2) 高校 18.63(425)
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北

 4 岡嶋 美空(1) 高校 19.42(352)
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲

混成女子

七種１００ｍH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1306

2  1468

1  1239

3  1489



決勝 9月9日 11:00

県高新               1.77
大会新               1.65

米山 野乃佳(1) 高校
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖 (544)
安藤 あかり(2) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北 (409)
清水 思(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘 (359)
岡嶋 美空(1) 高校
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲 (359)

1m40 1m43

混成女子

七種走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15

-

1m20 1m25 1m30 1m35
1 4  1306

- - XXX

1m46 記録 備考

 1.30

 1.43

2 1  1239
- - O O O

- O XO O XXO

XXX

3 2  1468
- - O

 1.25

 1.25

4 3  1489
O O O XO XXX

O XXX



決勝 9月10日  9:30

県高新               6.02
大会新               5.56

清水 思(2) 高校    X   4.92   5.04    5.04 
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘   +1.1   +1.2    +1.2 (570)
米山 野乃佳(1) 高校   4.50   4.50   4.47    4.50 
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖   +0.5   +0.5   +0.4    +0.5 (428)
岡嶋 美空(1) 高校   4.44   4.34   4.32    4.44 
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲   +1.2   +1.7   +0.5    +1.2 (413)
安藤 あかり(2) 高校   3.98   3.84   4.25    4.25 
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北   +1.1   +0.7   +1.5    +1.5 (367)

備考

混成女子

七種走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録
1 4  1468

2 2  1306

3 1  1489

4 3  1239



決勝 9月9日 12:10

県高新              13.65
大会新              13.65

清水 思(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘 (390)
安藤 あかり(2) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北 (356)
岡嶋 美空(1) 高校
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲 (320)
米山 野乃佳(1) 高校
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖 (259)

備考

混成女子

七種砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

  7.86 

2 2  1239
 7.05  6.77  7.33

1 1  1468
 7.25  7.86  7.79

3 4  1489
 6.76  6.57

 5.80

  7.33 

 6.26

  5.80 

  6.76 

4 3  1306
 5.03  5.76



決勝 9月10日 11:30

県高新              48.39
大会新              44.88

清水 思(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｺﾄ 上田染谷丘 (430)
安藤 あかり(2) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ｱｶﾘ 野沢北 (343)
岡嶋 美空(1) 高校
ｵｶｼﾞﾏ ﾐｸ 上田千曲 (338)
米山 野乃佳(1) 高校
ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾉｶ 佐久長聖 (296)

備考

混成女子

七種やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

 27.54 

2 4  1239
  O 22.92   O

1 3  1468
  O   O 27.54

3 2  1489
22.63   X

  O

 22.92 

  O

 20.37 

 22.63 

4 1  1306
  O 20.37



決勝 9月9日 10:41

県高新              12.09
大会新              12.40

風速 -1.5

 1 丸山 那菜(1) 高校     14.18 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾅ 小諸

 2 原野 茉優(1) 高校     14.54 
ﾊﾗﾉ ﾏﾕ 小諸

 3 萩原 麗(1) 高校     15.05 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｳﾗﾗ 小諸

 4 小池 友実(1) 高校     15.39 
ｺｲｹ ﾄﾓﾐ 上田

 5 依田 梢(2) 高校     15.77 
ﾖﾀﾞ ｺｽﾞｴ 上田

 6 犬飼 楓(1) 高校     18.20 
ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸

ｵｰﾌﾟﾝ女子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1336

2  1335

5  1339

4  1419

6  1429

7  1337



決勝 9月10日  9:46

県高新              24.72
大会新              25.92

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +1.5

 1 宇都宮 悠奈(1) 高校     29.47 犬飼 楓(1) 高校
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾕﾅ 小諸 ｲﾇｶｲ ｶｴﾃﾞ 小諸

 1337

ｵｰﾌﾟﾝ女子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
1  1338 1



   1 宇都宮 悠奈(1) 高校 小諸     29.47 (+1.1)   1   1
順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 順位

 1338

ｵｰﾌﾟﾝ女子

２００ｍ
タイムレース

記録（風） 備考 組



決勝 9月10日 12:21

県高新            2,09.64
大会新            2,16.97

 1 城下 理彩子(1) 高校   2,50.31 
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾘｻｺ 上田

9  1417

ｵｰﾌﾟﾝ女子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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